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12025 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

22 ア タ カ ン テ 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム B484＋ 41：12．0 2．4�

610 グラサージュ 牝3黒鹿54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 520± 01：12．53 8．0�
23 クランシリーニー 牝3鹿 54

52 △角田 大和大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 488－ 21：12．81� 3．7�
713 メメスカーレット 牝3鹿 54

50 ★今村 聖奈本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 506＋ 6 〃 クビ 38．4�
35 イロハニオエ 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹松本 俊廣氏 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 488 ―1：13．0� 68．1�
58 コ リ コ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大野 富生氏 粕谷 昌央 浦河 高昭牧場 422－10 〃 クビ 19．2�
11 ココシルフィード 牝3栗 54

52 △松本 大輝 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 木下牧場 448－101：13．1クビ 12．4


814 ダブルブレンド 牝3栗 54 小崎 綾也�酒井牧場 西村 真幸 浦河 酒井牧場 396－ 21：13．31� 9．2�
712 ビップレジアス 牝3鹿 54 菊沢 一樹鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 新ひだか 城地牧場 456± 0 〃 アタマ 103．2
47 キーファイン 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅北前孔一郎氏 藤沢 則雄 新冠 大林ファーム 404＋ 21：13．4アタマ 249．4�
815 レンヌメファ 牝3栗 54

51 ▲土田 真翔手嶋 康雄氏 尾形 和幸 新ひだか 矢野牧場 416± 01：13．61� 280．4�
34 オールイズトゥルー 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 西田雄一郎 安平 ノーザンファーム 402－ 81：13．7� 8．0�
46 メイショウアルル 牝3鹿 54 西村 淳也松本 好�氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 408－ 21：13．91 117．7�
611 アポロウェイラーズ 牝3栗 54 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 450－141：14．85 151．3�
59 アイファーリーベン 牝3青 54

51 ▲佐々木大輔中島 稔氏 的場 均 新ひだか 加野牧場 442 ―1：14．9� 233．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，664，000円 複勝： 34，193，000円 枠連： 8，468，700円
馬連： 40，545，200円 馬単： 19，669，700円 ワイド： 39，325，100円
3連複： 69，425，600円 3連単： 75，214，300円 計： 310，505，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 170円 � 120円 枠 連（2－6） 610円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 400円 �� 220円 �� 410円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 5，230円

票 数

単勝票数 計 236640 的中 � 78253（1番人気）
複勝票数 計 341930 的中 � 105652（1番人気）� 35098（4番人気）� 76880（2番人気）
枠連票数 計 84687 的中 （2－6） 10674（3番人気）
馬連票数 計 405452 的中 �� 23292（4番人気）
馬単票数 計 196697 的中 �� 6914（7番人気）
ワイド票数 計 393251 的中 �� 22980（3番人気）�� 52395（1番人気）�� 22809（4番人気）
3連複票数 計 694256 的中 ��� 52270（1番人気）
3連単票数 計 752143 的中 ��� 10412（6番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―11．1―12．6―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―33．1―45．7―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．9
3 1（3，10）12（2，4）14－（6，15）7，8－（13，11）－5－9 4 1（3，10）12，2（4，14）－（6，15）（7，8）－（13，11）－5＝9

勝馬の
紹 介

ア タ カ ン テ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．12．4 阪神2着

2019．5．16生 牝3鹿 母 ワイドサファイア 母母 クイーンソネット 6戦1勝 賞金 12，040，000円
〔発走状況〕 ココシルフィード号・コリコ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔3走成績による出走制限〕 キーファイン号・レンヌメファ号・アポロウェイラーズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年

7月14日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミレヴィーナス号

12026 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時15分 （芝・左・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

22 バトルキャット 牝3鹿 54 西村 淳也辻子 依旦氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 466－ 41：49．2 4．8�
710 レディズビーク 牝3青鹿 54

50 ★今村 聖奈青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：49．31 4．1�
813 タガノタンゴ 牡3栗 56

54 △小沢 大仁八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434－ 41：50．04 3．3�

33 ノーブルガルフ 牡3鹿 56
55 ☆亀田 温心吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 中島牧場 B486＋ 41：50．21� 23．8�

45 アーブルチム 牝3青鹿54 富田 暁福盛 訓之氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 460－ 41：50．52 76．9�
11 ハ イ ハ ロ ー 牡3栗 56 丸山 元気青芝商事� 宮田 敬介 安平 追分ファーム 500 ― 〃 アタマ 8．8	
68 アスターデカゴン 牡3鹿 56

54 △松本 大輝加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 486－101：50．6クビ 80．5

44 キャンミナーレ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 478± 01：50．91� 68．4�
812 マイネルアカツキ 牡3青 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 6 〃 クビ 129．9�
57 プレシャスソウル 牡3鹿 56

54 △角田 大和飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 456－ 21：51．0クビ 5．8
56 カナリコッタゲーム 牝3鹿 54 菊沢 一樹薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 414－ 81：51．21� 79．2�
69 カルチェリノイオリ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 21：51．41� 9．4�
711 エ ン バ ー ス 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B472－ 41：52．25 62．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，438，700円 複勝： 29，186，700円 枠連： 5，957，600円
馬連： 31，692，900円 馬単： 14，030，200円 ワイド： 29，932，500円
3連複： 45，729，200円 3連単： 49，199，700円 計： 226，167，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 160円 � 130円 枠 連（2－7） 1，560円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 530円 �� 380円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 10，800円

票 数

単勝票数 計 204387 的中 � 33707（3番人気）
複勝票数 計 291867 的中 � 43986（4番人気）� 45146（2番人気）� 65114（1番人気）
枠連票数 計 59576 的中 （2－7） 2958（8番人気）
馬連票数 計 316929 的中 �� 15381（7番人気）
馬単票数 計 140302 的中 �� 3523（11番人気）
ワイド票数 計 299325 的中 �� 13643（7番人気）�� 20091（3番人気）�� 23002（1番人気）
3連複票数 計 457292 的中 ��� 22700（2番人気）
3連単票数 計 491997 的中 ��� 3301（26番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―12．5―12．3―12．3―11．9―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．5―49．0―1：01．3―1：13．6―1：25．5―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．6
3 ・（5，8）13，2，10（3，6，11）12（7，1）（4，9） 4 ・（5，8）13，2，10（3，12，6，11）7（4，9，1）

勝馬の
紹 介

バトルキャット �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．3．27 阪神8着

2019．2．22生 牝3鹿 母 ウインクリアビュー 母母 エシュクアルバー 2戦1勝 賞金 5，200，000円

第１回 新潟競馬 第３日



12027 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

11 ペイシャイシュタル 牝3黒鹿 54
52 △角田 大和北所 直人氏 畑端 省吾 新ひだか 友田牧場 B484－101：10．6 3．4�

33 デアリングヒューズ 牝3栗 54 菱田 裕二 KRジャパン 田中 博康 新冠 須崎牧場 474± 01：11．55 2．1�
58 クイーンアポーン 牝3鹿 54 丸山 元気�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 442－161：11．71� 7．2�
69 ヴァンクールシチー 牡3黒鹿56 武藤 雅 �友駿ホースクラブ 栗田 徹 新ひだか カタオカフアーム 424± 01：12．87 56．4�
34 セイショウスマイル 牝3鹿 54 丹内 祐次岩崎 暉男氏 本間 忍 浦河 日進牧場 478＋ 41：12．9� 21．1�
610 フジサンリンバン 牝3栗 54 菊沢 一樹藤田 秀行氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 466－ 41：13．21� 207．0	
45 フォースチルドレン 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔井山 登氏 青木 孝文 新ひだか 静内フジカワ牧場 470－ 21：13．3クビ 231．8

814 ユキゲショウ 牝3芦 54 黛 弘人豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 458＋ 4 〃 クビ 337．1�
712 メイトゥリアーク 牝3栗 54

51 ▲大久保友雅ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 436－141：13．4クビ 415．8�
813 ミーナティエルナ 牝3栗 54

50 ★今村 聖奈 �YGGホースクラブ 寺島 良 浦河 谷川牧場 428＋ 2 〃 クビ 7．5
711 アイパラドックス 牡3栗 56

53 ▲水沼 元輝ライフエンタープライズ� 西田雄一郎 日高 門別 敏朗 464± 01：13．72 542．3�
57 アスターモノゴン 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 462＋ 4 〃 ハナ 8．0�
22 ベルトゥジュール 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 新ひだか 森 政巳 458± 01：14．12 127．0�

46 セ レ ブ 牝3栗 54
51 ▲原 優介菅藤 孝雄氏 杉浦 宏昭 平取 清水牧場 B464－ 61：14．84 63．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，624，200円 複勝： 30，567，500円 枠連： 7，839，600円
馬連： 34，260，200円 馬単： 17，944，900円 ワイド： 31，768，700円
3連複： 52，074，900円 3連単： 66，366，600円 計： 266，446，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 120円 � 140円 枠 連（1－3） 370円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 180円 �� 370円 �� 270円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，300円

票 数

単勝票数 計 256242 的中 � 59067（2番人気）
複勝票数 計 305675 的中 � 50514（2番人気）� 82517（1番人気）� 48348（3番人気）
枠連票数 計 78396 的中 （1－3） 16344（1番人気）
馬連票数 計 342602 的中 �� 76104（1番人気）
馬単票数 計 179449 的中 �� 15050（2番人気）
ワイド票数 計 317687 的中 �� 51369（1番人気）�� 19019（5番人気）�� 28687（3番人気）
3連複票数 計 520749 的中 ��� 73540（1番人気）
3連単票数 計 663666 的中 ��� 20840（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．0―12．0―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．5―45．5―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F37．1
3 1（4，5）3，7（8，9）（10，13）6，2＝14－（12，11） 4 1－（3，4）5（8，7）－（10，9）－13－（2，6）－14（12，11）

勝馬の
紹 介

ペイシャイシュタル �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．10．30 阪神5着

2019．3．19生 牝3黒鹿 母 イシュタルキャスト 母母 リターンキャスト 8戦1勝 賞金 13，460，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セレブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月14日まで平地競走に出走

できない。
〔3走成績による出走制限〕 アイパラドックス号・セレブ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月14日まで平地競走

に出走できない。
※フジサンリンバン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12028 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・左）

若手騎手；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

68 モズミツボシ 牡3鹿 56
52 ★今村 聖奈 �キャピタル・システム 飯田 祐史 浦河 高野牧場 526＋121：53．8 5．5�

813 サラフィエル 牡3栗 56 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム B434± 01：53．9クビ 4．7�
44 レ イ メ イ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真岡 浩二氏 松永 幹夫 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 486－ 41：54．11� 45．8�

710 ロックバウンド 牡3鹿 56
54 △小沢 大仁 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 468－ 81：54．31� 4．6�

711 シゲルツキミザケ 牡3黒鹿 56
54 △松本 大輝森中 蕃氏 谷 潔 様似 猿倉牧場 458－ 41：54．72� 3．1	

57 タイキモンストル 牡3栗 56
53 ▲原 優介�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 486－ 41：55．12 9．0

69 コスモブライヤー 牡3芦 56 斎藤 新 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 474－121：55．52� 39．2�
33 ヒロシゲアトム 牡3鹿 56

54 △角田 大和�ウエストヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 岡田牧場 494＋ 41：55．6クビ 13．2�
22 セ リ ガ チ 牡3栗 56

53 ▲土田 真翔福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 454± 0 〃 ハナ 268．4
11 ベガスバケーション 牝3黒鹿54 西村 淳也 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 430± 01：55．7� 36．4�
56 グランセザム 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人飯田 訓大氏 松山 将樹 白老 習志野牧場 468－ 81：56．33� 71．6�
812 サ ノ バ レ ー 牝3栗 54

51 ▲水沼 元輝佐野 信幸氏 中野 栄治 青森 石田 英機 448＋ 41：58．9大差 275．2�
45 ウ ォ ー ク ル 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子門野 重雄氏 大和田 成 日高 奥山 博 412－ 21：59．1� 20．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，254，800円 複勝： 29，560，000円 枠連： 7，402，600円
馬連： 30，783，300円 馬単： 14，250，500円 ワイド： 31，775，700円
3連複： 50，402，600円 3連単： 56，343，100円 計： 243，772，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 230円 � 180円 � 850円 枠 連（6－8） 1，250円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 590円 �� 3，510円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 15，090円 3 連 単 ��� 53，530円

票 数

単勝票数 計 232548 的中 � 33658（4番人気）
複勝票数 計 295600 的中 � 35078（4番人気）� 50671（3番人気）� 6989（9番人気）
枠連票数 計 74026 的中 （6－8） 4573（6番人気）
馬連票数 計 307833 的中 �� 16997（6番人気）
馬単票数 計 142505 的中 �� 3861（12番人気）
ワイド票数 計 317757 的中 �� 14712（5番人気）�� 2226（34番人気）�� 4239（23番人気）
3連複票数 計 504026 的中 ��� 2504（50番人気）
3連単票数 計 563431 的中 ��� 763（186番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．3―12．9―12．7―12．5―12．7―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．3―49．2―1：01．9―1：14．4―1：27．1―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．4
1
3

・（5，8）－（1，11）（9，10）3（7，13）－（12，2）4－6
8（1，11）（5，10）（3，9）13（4，7）2－6，12

2
4
・（5，8）－1－（11，10）（3，9）13，7，2，12，4，6
8－（1，11）10－（5，3，9，13）（4，7）2－6－12

勝馬の
紹 介

モズミツボシ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．12．12 阪神3着

2019．2．17生 牡3鹿 母 モズフリムカナイデ 母母 スラボンスカ 4戦1勝 賞金 7，510，000円
〔制裁〕 レイメイ号の騎手泉谷楓真は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノバレー号・ウォークル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月14日ま

で平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 セリガチ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月14日まで平地競走に出走できない。



12029 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第5競走 ��2，400�3歳未勝利
発走12時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．4
2：20．6

良
良

33 ブロンドケリー 牡3栗 56
52 ★今村 聖奈水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 高橋 義浩 452－ 22：31．2 13．4�

712 デザートスター 牡3鹿 56 黛 弘人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 466＋ 42：31．62� 7．1�
34 バレエマスター 牡3鹿 56

53 ▲原 優介吉田 照哉氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 470＋ 22：31．7クビ 6．2�
711 ニシノクレセント 牡3鹿 56 富田 暁西山 茂行氏 長谷川浩大 新ひだか 本桐牧場 506－ 22：31．8� 1．8�
610 プ レ ヴ ィ ア 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人佐々木主浩氏 奥村 武 日高 スマイルファーム 480－ 42：31．9� 186．5�
813 コスモゴレアドール 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 2 〃 クビ 5．4	
69 ストームシャドウ 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム B450± 02：32．11� 29．1

58 ショーンヘイティ 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 岡田牧場 478＋ 42：32．2クビ 17．9�
22 � ゴーンクエスト 牡3鹿 56

54 △角田 大和飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Chiyoda
Farm 470± 02：33．05 249．1�

45 ブラックアピール 牝3黒鹿 54
51 ▲佐々木大輔 KRジャパン 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 458＋ 8 〃 クビ 78．2

46 ヒロシゲジャック 牡3芦 56
55 ☆亀田 温心�岡 隆氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 498－ 82：34．06 146．6�

814 スマートキャノン 牡3栗 56
54 △松本 大輝大川 徹氏 音無 秀孝 日高 本間牧場 B478＋ 6 〃 クビ 164．1�

11 レ ラ ア シ リ 牡3鹿 56 菱田 裕二北浦 博樹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 456＋ 42：34．63� 267．2�
57 ヤマカツブラック 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁山田 博康氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B512－102：39．1大差 73．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，028，500円 複勝： 39，166，100円 枠連： 8，863，500円
馬連： 35，929，900円 馬単： 19，222，500円 ワイド： 37，728，800円
3連複： 55，580，300円 3連単： 78，389，500円 計： 303，909，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 320円 � 260円 � 200円 枠 連（3－7） 320円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 8，400円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 840円 �� 730円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 47，470円

票 数

単勝票数 計 290285 的中 � 17264（5番人気）
複勝票数 計 391661 的中 � 28976（5番人気）� 38773（4番人気）� 55985（2番人気）
枠連票数 計 88635 的中 （3－7） 20980（1番人気）
馬連票数 計 359299 的中 �� 6935（12番人気）
馬単票数 計 192225 的中 �� 1715（28番人気）
ワイド票数 計 377288 的中 �� 8771（12番人気）�� 11567（9番人気）�� 13462（7番人気）
3連複票数 計 555803 的中 ��� 7205（19番人気）
3連単票数 計 783895 的中 ��� 1197（137番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―12．0―12．6―13．6―13．7―12．8―12．6―12．0―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．9―36．9―49．5―1：03．1―1：16．8―1：29．6―1：42．2―1：54．2―2：06．3―2：18．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0
1
3
2，8（1，11）（5，12）（3，7，6）－14（10，13）－9－4・（2，8）（11，12）（1，13）－（3，6）9，5，10，14，7，4

2
4
・（2，8）－（1，11）12（3，5）6（14，7）13，10－9－4・（2，8）（11，12）13，1，3（10，6）（5，9）－（4，14）＝7

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブロンドケリー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．1．5 中京5着

2019．5．18生 牡3栗 母 アドマイヤマリリン 母母 アドマイヤラピス 6戦1勝 賞金 7，620，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマカツブラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月14日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ゴーンクエスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月14日まで平地競走に出走できな

い。

12030 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時35分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

810 レミニシェンザ 牝5鹿 55
53 △松本 大輝 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 462－ 41：52．6 2．5�

67 ラブエスポー 牝5鹿 55
54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 460－ 61：53．55 5．9�

811 マテンロウルビー 牝4鹿 55
53 △角田 大和寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 456－ 21：53．6� 6．5�

44 メイショウホタルビ 牝4栗 55
53 △小沢 大仁松本 和子氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 428－ 81：53．7クビ 9．1�

22 � パリスデージー 牝5黒鹿55 斎藤 新松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 432－ 21：53．8� 8．3�
11 ゴ ム マ リ 牝7黒鹿 55

52 ▲原 優介田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 492＋ 41：54．11� 46．4	
55 スパニッシュアート 牝5黒鹿55 菊沢 一樹
G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 428± 01：54．73� 18．3�
78 � ウィズザワールド 牝4栗 55

54 ☆秋山 稔樹阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 B468－ 61：55．01� 32．1�

79 � ララサンパティック 牝5鹿 55 黛 弘人フジイ興産
 和田 雄二 日高 下河辺牧場 478－121：55．21� 153．6
（法942）

66 ベゼドランジュ 牝4栗 55 西村 淳也 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 496－121：55．3� 7．1�

33 トレイトセオリー 牝4栗 55 勝浦 正樹 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B448－ 61：57．9大差 18．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，934，600円 複勝： 33，941，200円 枠連： 7，200，300円
馬連： 36，462，500円 馬単： 15，809，700円 ワイド： 32，878，800円
3連複： 49，463，100円 3連単： 64，215，700円 計： 267，905，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 150円 � 170円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 290円 �� 350円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 6，800円

票 数

単勝票数 計 279346 的中 � 87054（1番人気）
複勝票数 計 339412 的中 � 86452（1番人気）� 57671（2番人気）� 43030（3番人気）
枠連票数 計 72003 的中 （6－8） 15994（1番人気）
馬連票数 計 364625 的中 �� 35778（1番人気）
馬単票数 計 158097 的中 �� 9423（1番人気）
ワイド票数 計 328788 的中 �� 31362（1番人気）�� 24191（2番人気）�� 10615（8番人気）
3連複票数 計 494631 的中 ��� 20217（2番人気）
3連単票数 計 642157 的中 ��� 6840（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．8―13．0―12．2―12．4―12．7―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．0―50．0―1：02．2―1：14．6―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
8（6，11）（3，10）－（2，4）7－（5，9）1
8－6（10，11）4，2，7（3，5，9）1

2
4
8，6（3，11）10－（2，4）7，5，9，1
8－（6，11）10（2，4）7－5，9，1－3

勝馬の
紹 介

レミニシェンザ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Danetime デビュー 2019．11．16 京都8着

2017．4．19生 牝5鹿 母 ディメンティカタ 母母 Non Dimenticar Me 15戦2勝 賞金 21，040，000円
〔制裁〕 ララサンパティック号の騎手黛弘人は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。

レミニシェンザ号の騎手松本大輝は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレイトセオリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月14日まで平地競走

に出走できない。



12031 5月14日 小雨 稍重 （4新潟1） 第3日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

48 エスジープリンセス 牝4芦 55 菱田 裕二後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B472－ 21：10．1 11．0�
713 ジャストザビアンカ 牝4青鹿55 西村 淳也ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 460－ 4 〃 クビ 13．5�
23 ルルルージュ 牝4鹿 55 菊沢 一樹的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 470－ 21：10．2� 16．0�
816� ホウオウエンジェル 牝5鹿 55

53 △小沢 大仁小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 41：10．3� 16．8�
59 � タツオウカケンラン 牝5青鹿55 斎藤 新鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 452＋ 61：10．51� 16．3�
12 ネオレインボウ �6鹿 57 丸山 元気西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 484＋101：10．6クビ 6．1�
612 マイネルヘルト 牡5青鹿57 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 416－ 4 〃 クビ 35．1

35 タイガーリリー 牝4鹿 55 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 460－ 81：10．7� 5．2�
510 ピュリフィアン 牝5鹿 55

53 △松本 大輝野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 426＋121：10．8� 23．0
815� スイートフェンネル 牝4鹿 55

52 ▲原 優介 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：10．9� 171．2�

47 エターナルピース 牝4鹿 55
52 ▲横山 琉人 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 480－ 81：11．0� 5．5�

611 チ カ リ ヨ ン 牝4鹿 55
53 ◇藤田菜七子松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480－ 21：11．1� 5．9�

36 � アルバリーニョ 牝4鹿 55
54 ☆秋山 稔樹中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 440＋ 2 〃 ハナ 15．0�

11 ジュンダイハード 牝4芦 55
54 ☆泉谷 楓真河合 純二氏 中舘 英二 新冠 川上牧場 454＋ 81：11．2� 114．2�

714 ミトグラフィア 牝4鹿 55
54 ☆亀田 温心	G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 416－ 81：11．62� 47．0�

24 セ ル レ ア 牝5鹿 55
51 ★今村 聖奈	パニオロ 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B454－ 81：11．7クビ 35．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，002，800円 複勝： 36，004，800円 枠連： 8，394，200円
馬連： 38，369，400円 馬単： 15，240，000円 ワイド： 42，583，300円
3連複： 67，251，900円 3連単： 65，787，700円 計： 299，634，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 430円 � 500円 � 470円 枠 連（4－7） 2，970円

馬 連 �� 6，950円 馬 単 �� 16，490円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 3，470円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 42，990円 3 連 単 ��� 202，100円

票 数

単勝票数 計 260028 的中 � 18818（5番人気）
複勝票数 計 360048 的中 � 22200（5番人気）� 18960（8番人気）� 20044（6番人気）
枠連票数 計 83942 的中 （4－7） 2188（17番人気）
馬連票数 計 383694 的中 �� 4275（33番人気）
馬単票数 計 152400 的中 �� 693（73番人気）
ワイド票数 計 425833 的中 �� 4445（32番人気）�� 3158（50番人気）�� 2685（63番人気）
3連複票数 計 672519 的中 ��� 1173（168番人気）
3連単票数 計 657877 的中 ��� 236（824番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．7―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．6―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．2
3 1（10，11，16）（2，5，7，13）12（4，9，15）－8（6，14）－3 4 1（10，11）（2，16）（5，13）（12，7）（4，9）15，8（6，14）3

勝馬の
紹 介

エスジープリンセス �
�
父 アンライバルド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．2．14 東京1着

2018．4．21生 牝4芦 母 アースファイヤー 母母 プリンセスデリーデ 9戦2勝 賞金 15，600，000円
〔制裁〕 マイネルヘルト号の騎手丹内祐次は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

12032 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

811 タガノチュール 牡4栗 57
54 ▲原 優介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 41：53．6 4．5�
67 � ガ ム ラ ン 牡4栗 57 勝浦 正樹ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 510＋ 41：53．81 5．4�
68 ジェイエルブリッジ 牡4芦 57 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 472－ 21：54．22� 176．4�
11 サトノスライヴ 牡5黒鹿 57

53 ★今村 聖奈 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514－101：54．3� 3．8�
710 ジンフラッシュ 牡5青鹿 57

56 ☆秋山 稔樹長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 494－121：54．72� 14．7�
812� ロードドレイク 牡4鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 434－ 21：54．8クビ 21．7	
55 シグネチャーセル 牡4鹿 57 西村 淳也前田 葉子氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B498－ 2 〃 クビ 4．3

44 エナジーボーイ 	4鹿 57 丹内 祐次桑畑 夏美氏 石毛 善彦 日高 浜本牧場 432－ 21：54．9クビ 18．2�
79 � ヌ ン カ プ ト 牡5鹿 57 菊沢 一樹ヌンクラブ� 堀内 岳志 浦河 不二牧場 458＋ 21：55．11� 65．5�
22 リアルシング 牡5黒鹿 57

54 ▲大久保友雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 546－ 41：55．52� 7．1

33 
 ナイルリバー 牡5黒鹿 57
55 △松本 大輝馬場 幸夫氏 茶木 太樹 米 Rosedown Rac-

ing Stable, LLC B568－101：55．81� 36．8�
56 � ベストユエンモン 牡5鹿 57

54 ▲佐々木大輔花野 友象氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 454－141：56．65 303．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，187，400円 複勝： 37，893，300円 枠連： 7，379，800円
馬連： 43，338，400円 馬単： 18，831，900円 ワイド： 38，188，500円
3連複： 61，828，300円 3連単： 83，304，200円 計： 319，951，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 170円 � 2，840円 枠 連（6－8） 1，390円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 600円 �� 12，770円 �� 9，280円

3 連 複 ��� 77，020円 3 連 単 ��� 190，520円

票 数

単勝票数 計 291874 的中 � 51475（3番人気）
複勝票数 計 378933 的中 � 61123（3番人気）� 66544（2番人気）� 2398（11番人気）
枠連票数 計 73798 的中 （6－8） 4093（7番人気）
馬連票数 計 433384 的中 �� 21894（5番人気）
馬単票数 計 188319 的中 �� 4662（11番人気）
ワイド票数 計 381885 的中 �� 17893（5番人気）�� 737（51番人気）�� 1016（46番人気）
3連複票数 計 618283 的中 ��� 602（117番人気）
3連単票数 計 833042 的中 ��� 317（465番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．3―13．2―12．0―11．7―12．5―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．3―51．5―1：03．5―1：15．2―1：27．7―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．4
1
3
・（3，11）8（4，7）（1，9，12）（6，10）2，5
11（3，8）（4，7，12，10）－（1，9）5－6，2

2
4
・（3，11）（4，8）（7，12）（1，9）6（2，10）5・（3，11）（4，7，8，12，10）（1，9）5－（2，6）

勝馬の
紹 介

タガノチュール �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．8．22 小倉5着

2018．4．2生 牡4栗 母 ア レ キ パ 母母 パ イ タ 15戦2勝 賞金 19，460，000円



12033 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第9競走 ��2，000�
せ ん か く わ ん

尖 閣 湾 特 別
発走14時15分 （芝・左・外）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

55 ハートオブアシティ 牡4青鹿57 菱田 裕二吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 432－ 82：01．7 3．0�
44 ピ ナ 牝4鹿 55 秋山 稔樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 B482＋ 42：01．8クビ 20．9�
33 � サ ジ ェ ス 牡4鹿 57 亀田 温心清宮 義男氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 442＋ 4 〃 クビ 3．7�
22 トーセンクライマー 牡4芦 57 丹内 祐次島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 460－ 62：02．22� 11．5�
88 ゲンパチリベロ 牡4芦 57 勝浦 正樹平野 武志氏 西田雄一郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 498－ 42：02．3� 2．8�
11 レゾンドゥスリール 	4黒鹿57 西村 淳也 	シルクレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 444－ 62：02．4クビ 18．9

77 � フォーチュンリング 牝7鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 嘉藤 貴行 安平 ノーザンファーム 454－ 62：03．67 8．7�
66 シンクロゲイザー 牡5黒鹿57 菊沢 一樹松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 452－ 22：04．02 118．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，761，100円 複勝： 24，225，100円 枠連： 発売なし
馬連： 39，350，100円 馬単： 20，545，600円 ワイド： 25，043，200円
3連複： 50，078，400円 3連単： 99，477，600円 計： 287，481，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 330円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 290円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 20，820円

票 数

単勝票数 計 287611 的中 � 75439（2番人気）
複勝票数 計 242251 的中 � 49349（3番人気）� 11755（7番人気）� 68500（1番人気）
馬連票数 計 393501 的中 �� 8234（14番人気）
馬単票数 計 205456 的中 �� 2872（23番人気）
ワイド票数 計 250432 的中 �� 5452（14番人気）�� 25518（3番人気）�� 5224（17番人気）
3連複票数 計 500784 的中 ��� 8637（16番人気）
3連単票数 計 994776 的中 ��� 3463（77番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．6―11．9―12．1―12．2―12．7―12．3―11．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．6―47．5―59．6―1：11．8―1：24．5―1：36．8―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．2
3 4＝（1，3）5，2（6，7）8 4 4－（1，3）5－2，7（6，8）

勝馬の
紹 介

ハートオブアシティ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Anabaa Blue デビュー 2020．9．27 中京2着

2018．3．10生 牡4青鹿 母 トレラピッド 母母 Tres Ravi 15戦2勝 賞金 27，161，000円

12034 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

た い な い が わ

胎 内 川 特 別
発走14時50分 （芝・左・外）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

44 ルドヴィクス 牡4青 57 菱田 裕二村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508－ 81：48．0 4．1�
710 ナリタザクラ 牡5黒鹿57 丸山 元気�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 494－12 〃 クビ 14．3�
57 マリノソフィア 牝5黒鹿55 黛 弘人矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 456－ 21：48．42� 16．4�
56 ブルームスベリー 牝5鹿 55 秋山 稔樹 �社台レースホース嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム 464± 01：48．5クビ 5．3�
711 トーセンメラニー 牝4黒鹿55 原 優介島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋ 41：48．71	 6．5

68 ケンアンビシャス 牡4黒鹿57 亀田 温心中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 470－ 21：48．91 12．0�
812 ヴ ィ ヴ ァ ン 牡4栗 57 西村 淳也前田 幸大氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 41：49．01 3．7�
813 タイセイドリーマー 牡4栗 57 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 502＋ 81：49．31
 16．5
11 マルモネオフォース 牝6鹿 55 富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 508－121：49．4� 38．4�
69 ロッソモラーレ 牡5芦 57 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B472＋ 2 〃 クビ 28．4�
22 フローズンスタイル 牝5黒鹿55 藤田菜七子吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 452－ 21：49．71
 38．6�
45 ラキャラントシス 牝5栗 55 斎藤 新�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 482－ 21：49．8クビ 38．6�
33 ディープハーモニー 牡5黒鹿57 泉谷 楓真深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 486－ 21：51．18 75．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，558，600円 複勝： 50，286，900円 枠連： 13，105，600円
馬連： 65，096，700円 馬単： 25，664，100円 ワイド： 56，992，800円
3連複： 98，712，700円 3連単： 113，196，400円 計： 457，613，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 400円 � 400円 枠 連（4－7） 1，000円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，190円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 19，760円 3 連 単 ��� 68，040円

票 数

単勝票数 計 345586 的中 � 66064（2番人気）
複勝票数 計 502869 的中 � 79078（2番人気）� 29611（7番人気）� 30057（6番人気）
枠連票数 計 131056 的中 （4－7） 10123（5番人気）
馬連票数 計 650967 的中 �� 13451（13番人気）
馬単票数 計 256641 的中 �� 3755（19番人気）
ワイド票数 計 569928 的中 �� 11229（16番人気）�� 12544（12番人気）�� 4272（42番人気）
3連複票数 計 987127 的中 ��� 3745（71番人気）
3連単票数 計1131964 的中 ��� 1206（238番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．8―11．9―11．6―12．0―12．4―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―35．2―47．1―58．7―1：10．7―1：23．1―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．3
3 3－5－（2，4）（8，9）（7，10）13－（6，12）11－1 4 3＝5，4（2，8，9）－（7，10，13）（6，12）－11－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルドヴィクス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．8．23 新潟1着

2018．3．18生 牡4青 母 ピーチブローフィズ 母母 ピンクパピヨン 9戦3勝 賞金 33，624，000円
〔制裁〕 ブルームスベリー号の騎手秋山稔樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）



12035 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第11競走 ��1，000�
ま い し ん

邁 進 特 別
発走15時25分 （芝・直線）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

714 ヒロノトウリョウ 牡6鹿 57 秋山 稔樹小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 B500± 0 55．9 12．5�
713 タ ピ オ カ 牝5青鹿55 丹内 祐次�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 518＋ 2 56．0� 4．1�
611 エーアイダンサー 牝4鹿 55 斎藤 新岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 430± 0 56．31� 16．2�
48 トミケンルーア �6鹿 57 木幡 初也富樫アキ子氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 482＋ 2 56．4� 2．8�
59 スイーツマジック 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 480＋ 6 56．5クビ 12．3�
815 シオミチクレバ 牝5鹿 55 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 500－ 2 56．6� 17．6	
510 ローズオブシャロン 牝5青鹿55 津村 明秀
ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 0 56．7� 8．2�
816 ウ メ タ ロ ウ 牡7黒鹿57 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B500－ 4 56．8� 23．0�
47 バトーデュシエル 牝5鹿 55 丸山 元気山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B480－ 4 57．01 8．6
23 	 モ テ モ テ 牝6鹿 55 亀田 温心�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 468＋ 2 57．21� 26．8�
36 	 ドリームジャンボ 牝7鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 484－ 4 57．94 120．9�
35 レインボービーム 牡5黒鹿57 水沼 元輝北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 476－12 58．0� 133．3�
12 エールヴィフ 牝5鹿 55 小沢 大仁佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 B520± 0 58．21
 83．8�
24 ア ー ヒ ラ 牝7芦 55 城戸 義政�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 456＋ 2 58．62� 170．8�
11 サクセスハーモニー 牝5栗 55 武藤 雅
タカシマ 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 440－ 4 58．7クビ 28．6�

（15頭）
612 グランマリアージュ 牝5鹿 55 �島 良太 
グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 470＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 67，183，300円 複勝： 78，199，000円 枠連： 49，883，100円
馬連： 164，217，500円 馬単： 60，762，900円 ワイド： 128，985，000円
3連複： 292，975，800円 3連単： 296，036，000円 計： 1，138，242，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 380円 � 190円 � 420円 枠 連（7－7） 3，850円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 8，780円

ワ イ ド �� 960円 �� 3，110円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 15，300円 3 連 単 ��� 105，150円

票 数

単勝票数 差引計 671833（返還計 20539） 的中 � 42981（6番人気）
複勝票数 差引計 781990（返還計 34260） 的中 � 48744（6番人気）� 129757（2番人気）� 43144（7番人気）
枠連票数 差引計 498831（返還計 2241） 的中 （7－7） 10026（16番人気）
馬連票数 差引計1642175（返還計127258） 的中 �� 42987（12番人気）
馬単票数 差引計 607629（返還計 49032） 的中 �� 5190（36番人気）
ワイド票数 差引計1289850（返還計133684） 的中 �� 35512（11番人気）�� 10395（38番人気）�� 23322（17番人気）
3連複票数 差引計2929758（返還計408924） 的中 ��� 14354（58番人気）
3連単票数 差引計2960360（返還計385782） 的中 ��� 2041（362番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．9―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．2―33．1―44．1

上り4F44．1－3F33．7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒロノトウリョウ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 Josr Algarhoud デビュー 2018．8．12 小倉10着

2016．4．24生 牡6鹿 母 マイラヴユアラヴ 母母 ミスカースティー 26戦3勝 賞金 46，557，000円
〔競走除外〕 グランマリアージュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グランマリアージュ号は，令和4年5月15日から令和4年6月13日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミキノバスドラム号
（非抽選馬） 6頭 ヴィクトワールメイ号・カフェアヴニール号・キモンブラウン号・ドラゴンズバック号・ラングロワ号・

レオハイセンス号

12036 5月14日 曇 稍重 （4新潟1） 第3日 第12競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

22 ディベルティール 牡4鹿 57
55 △松本 大輝ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 506－ 21：11．6 4．2�

712� ソナトリーチェ 牝4鹿 55 西村 淳也 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 アタマ 5．2�
713 プリティインピンク 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 432± 01：11．81 8．1�
47 ベ ラ ー ル 牡5黒鹿 57

55 △角田 大和安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 486－ 21：11．9� 4．4�
34 アテンフェアリー 牝6黒鹿 55

54 ☆亀田 温心齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 476＋ 41：12．21� 110．6�
610 キョシンタンカイ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 514－ 8 〃 アタマ 29．2	
814 メルテッドハニー 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 402＋ 21：12．3� 32．7

58 バイシクルキック 牡4鹿 57

53 ★今村 聖奈�GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ
ファーム 466－ 2 〃 アタマ 12．0�

815 キクノロージズ 牝7芦 55 富田 暁菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 486± 01：12．4� 10．4�
35 ブルーコーラル 牝6栗 55 丹内 祐次 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 B434－ 21：12．5クビ 10．0
46 � コスモクウェンチ 牡8鹿 57 木幡 初也Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 21：12．92� 66．7�
59 � サンマルシップ 牡4芦 57 斎藤 新相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 496± 0 〃 クビ 106．6�
11 スマートルミエール 牡5鹿 57

55 △小沢 大仁大川 徹氏 田中 克典 新ひだか 飛野牧場 B460± 01：13．43 16．6�
611 キャンユーキッス 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 B446± 01：13．5� 41．2�
23 � ジャコエマリックン 牡6栗 57 川須 栄彦晴間 芳次氏 中尾 秀正 新ひだか 前川 ミツ 476＋ 6 〃 アタマ 70．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，657，900円 複勝： 59，874，700円 枠連： 20，239，700円
馬連： 86，490，400円 馬単： 32，897，900円 ワイド： 79，782，300円
3連複： 146，058，800円 3連単： 153，534，900円 計： 621，536，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 190円 � 210円 枠 連（2－7） 640円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 550円 �� 640円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 9，090円

票 数

単勝票数 計 426579 的中 � 80256（1番人気）
複勝票数 計 598747 的中 � 81467（3番人気）� 87002（2番人気）� 69432（4番人気）
枠連票数 計 202397 的中 （2－7） 24149（1番人気）
馬連票数 計 864904 的中 �� 53580（1番人気）
馬単票数 計 328979 的中 �� 12204（1番人気）
ワイド票数 計 797823 的中 �� 37931（2番人気）�� 31379（5番人気）�� 33712（3番人気）
3連複票数 計1460588 的中 ��� 44864（1番人気）
3連単票数 計1535349 的中 ��� 12235（1番人気）

ハロンタイム 11．7―11．0―11．5―12．2―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．7―34．2―46．4―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．4
3 2，12（5，13）（7，9，11）（15，8）6（4，14）－（3，1）－10 4 2，12（5，13）（7，9）（6，15，8）（4，11）14－（3，1）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディベルティール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．1．9 中山3着

2018．4．7生 牡4鹿 母 ハッピーヴァリュー 母母 ネームヴァリュー 7戦2勝 賞金 18，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ライラテソーロ号



（4新潟1）第3日 5月14日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 159頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

185，970，000円
5，970，000円
24，690，000円
1，260，000円
23，160，000円
68，947，000円
4，372，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
378，295，900円
483，098，300円
144，734，700円
646，536，500円
274，869，900円
574，984，700円
1，039，581，600円
1，201，065，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，743，167，300円

総入場人員 5，632名 （有料入場人員 4，634名）
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